
5月 6月 7月

海外スクール、インターナショナルスクールへ
通われている方

スペシャルプログラム

他インターナショナルスクール、海外から日本へ一時帰国、保護者のお仕事の都合など個々のご事情に合わせてご
利用ください。
料金や日程は個別対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。

プリスクール・K1
年齢 2-3才

半日 9:30-14:00 9,500円
全日 9:30-17:30    13,900円

ランチ1食 500円
延長保育 30分500円 （3時まで）

キンダー K2・K3
年齢 4-6才

半日 9:30-14:45 7,500円
全日 9:30-17:30      11,900円

ランチ1食 500円

サマー期間特別受け入れ

＊当日でも30分単位の延長保育ができます。30分500円、3時以降のお迎えになる場合はアフタークラスへ参加とな
ります。アフタークラス単発5,400円

＊毎週水曜日はスイミングレッスンがあります。詳しくはお問い合わせください。

＊初めてご利用の方は、入会金31,500円。登録後は、スマイルTシャツ1枚とバックをプレゼント。サマースクール以
降も継続してウインター、スプリングもご利用いただけます。
英語での日常会話が必要になります。レベルによりお断りする場合がございます。

手作り給食があります。園にはアレルギーなどご相談できる安心の看護師と栄養士がいます。
送迎バスをご希望の方は、既存のバス停をご利用ください。

バス料金 片道 1,000円 往復1,500円

＊日にちの変更、振替は1回までとなります。
＊変更、振替期限2019年7月20日まで。（スイミングレッスンは7月10日まで）
＊お申し込み後のキャンセル、返金は出来ませんので予めご了承下さい。



Special May, June & July Admission

For students who go to International schools 

in Japan or studying abroad 

At Smile Club, we offer special admission of students who go to International schools, studying abroad or are

temporarily in Japan due to parent’s work.

The fee will be dependent on the days and the classes. Please feel free to inquire.

Pre-school・K1
Age 2-3 years of age

Half Day 9:30-14:00 9,500 yen
Full Day 9:30-17:30      13,900 yen

Lunch 1 Meal 500 yen
Extension care 500 yen/30 mins （till 3 p.m.）

Kindergarten K2・K3
Age 4-6 years of age

Half Day 9:30-14:45 7,500 yen
Full Day 9:30-17:30      11,900 yen

Lunch 1 Meal 500 yen

＊Extension care is possible on the day as well. 500 yen / 30 min. For pick-up after 3:00 p.m. students will

participate in After-school class. Class fee: 5,400 yen

＊Every Wednesdays we have swimming lessons. Please inquire for details.

＊For first time applicants –Entrance fee is 31,500 yen. After enrollment you will receive a Smile Club T-shirt and

bag as a present! Besides Summer school, you can utilize it for Winter and Spring school.

Some Basic English speaking skills will be required for application. In some cases, we have the right to refuse 

admission.

We serve school made lunch. We have nutritionist and nurse who can cater to food allergies as well.

In case you want to utilize the bus service, please use our current bus stop point.

Bus Fee One-way 1,000 yen Roundtrip 1,500 yen

Change in date or make-ups can only be made once.

Changes or make-up is possible till July 20th 2019 (Swimming lesson till July 10th)

After application, refunds cannot be entertained.


